
【資料】年表（昭和30年～平成23年3月）

主主主主なななな出来事出来事出来事出来事
2月 高井村大字同地が守谷町に編入
3月 守谷町・高野村・大野村・大井沢村の1町3か村が合併，守谷町誕生（35.51k㎡）
4月 第1回町長選挙
10月 第8回国勢調査　人口12,095人
1月 滝下橋竣工。板戸井・大木の渡船場を廃止
2月 第1回町議会議員選挙
3月 第1回農業委員会委員選挙
4月 国民健康保険全町施行
4月 大字守谷地区でごみ収集開始
6月 高野小学校校庭拡張工事完成

新農村建設特別助成事業開始

守谷町農協合併決議
9月 大野小学校講堂兼公民館完成
1月 「守谷広報」第1号発行
2月 第2回町長選挙

町役場新庁舎完成（現保健センターの場所）

高野青年研修所完成

役場高野支所が高野出張所に改称
4月 国民年金法制定
8月 台風により利根川溢流堤（西大木地先）が決壊し，大きな被害をもたらす
11月 福祉年金支給開始
2月 第2回町議会議員選挙

企業誘致促進費予算計上

立沢・野木崎・大柏地域の台畑116ｈａ農地集団化（交換分合）事業完了
4月 役場大野支所，大井沢支所，高野出張所廃止

常総地区開発促進協議会設立

企業誘致促進奨励措置条例議決（臨時議会）

第9回国勢調査　人口11,449人
11月 南守谷駅開設
12月 第3回町長選挙，町議会議員補欠選挙
1月 ㈱呉製砥所（クレトイシ㈱）誘致決定
3月 ㈱呉製砥所（クレトイシ㈱）第一次工場建設着工

拠出年金開始

守谷中学校・大井沢中学校統合
10月 守谷中学校統合校舎建設工事着工
3月 守谷中学校統合校舎第1期工事完成
4月 ㈱呉製砥所（クレトイシ㈱）東京製造所操業開始
6月 明星電気㈱誘致決定
8月 利根川架橋促進協議会設置
12月 ㈱前川製作所誘致決定（立沢・大久保団地）

守谷中学校統合校舎第2期工事完成

利根川架橋促進協議会による県知事への陳情実施

取手市との市町界変更（35.51k㎡→35.47k㎡）

企業誘致促進奨励措置条例廃止
6月 ヘリコプターによる初の空中防除実施

町立土塔保育所開所

北相馬郡地区農業構造改善対策協議会設立
9月 首都圏整備委員会において，筑波山麓への研究学園都市建設が閣議決定
2月 第3回町議会議員選挙
3月 守谷中学校統合校舎第3期工事完成
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【資料】年表（昭和30年～平成23年3月）

主主主主なななな出来事出来事出来事出来事年月年月年月年月

明星電気㈱守谷工場操業開始

常総衛生組合し尿処理場操業開始（谷和原村小絹地先）
12月 第4回町長選挙

国民健康保険7割給付を開始

第10回国勢調査　人口11,475人
3月 ㈱前川製作所立沢工場操業開始
5月 利根左岸地区開発期成同盟発足

第一町営住宅完成（城内）

守谷中学校体育館完成
3月 町村合併10周年記念式典開催
4月 公募による町章制定
6月 守谷町を含む県南県西13市町村が，首都圏近郊整備法に基づく首都圏近郊整備地帯

として指定

7月 国土開発幹線自動車道建設法で，予定路線として新高速道路（現常磐自動車道）が
定められ，建設が決定

8月 守谷中学校プール完成

第二町営住宅完成（仲町）

県による取手都市計画区域決定（対象区域：取手町・守谷町・藤代町・利根町）

大井沢小学校新校舎完成（現もりや学びの里）

湛水防除事業により大野土地改良区に第2排水機場完成
6月 農林省から人参の野菜指定産地指定
8月 害虫ウンカ大発生
2月 第4回町議会議員選挙（定数22名に削減）
3月 守谷沼圃場整備事業88.7ha完成

第三町営住宅完成（土塔）

農林省から葱の野菜指定産地指定

「日本住宅公団による地域開発」について広報紙で公表

守谷町都市計画委員会条例制定

都市計画委員会条例に基づき，守谷町都市計画委員会発足

新都市計画法制定
10月 首都圏整備委員会　第二次首都圏基本計画改訂
11月 ダイヤル式電話開通

改訂された第二次首都圏基本計画に沿って，県が首都圏近郊整備地帯の基本構想を
発表

第5回町長選挙

交通安全都市宣言
3月 町立学校給食共同調理場完成
5月 取手都市計画区域変更（区域から利根町を除外）
7月 ㈱前川製作所守谷工場　第一次計画起工式

守谷町都市開発対策協議会発足。第1回協議会開催

首都圏整備委員会　首都圏近郊整備地帯整備計画決定，告示

茨城県　首都圏近郊整備地帯整備計画告示
9月 大規模宅地造成事業推進座談会開催（日本住宅公団による公団アパートの住宅建設

と宅地開発について説明）

11月 利根左岸開発及び上水道対策特別委員会設置
1月 寝たきり老人等へ家庭奉仕員派遣
2月 守谷町都市計画審議会設置
5月 ㈱前川製作所守谷工場操業開始
7月 守谷町都市計画区域区分決定（市街化区域と市街化調整区域の決定）
8月 大野小学校プール完成

8月

1964
(昭39)

1966
(昭41)

12月

4月

1965
(昭40)

1月

12月

1967
(昭42)

3月

1969
(昭44)

1968
(昭43)

4月

5月

6月

12月

1970
(昭45)

7



【資料】年表（昭和30年～平成23年3月）

主主主主なななな出来事出来事出来事出来事年月年月年月年月
1970 10月 第11回国勢調査　人口12,300人

1月 北守谷土地区画整理事業　都市計画決定（日本住宅公団）
4月 守谷町社会福祉協議会設立

拠出年金支給開始

第四町営住宅完成（城山）
7月 守谷小学校プール完成
8月 常総地方広域市町村圏設定。常総地方広域市町村圏協議会発足
10月 老人医療無料化開始
11月 守谷町簡易水道事業起工式
1月 児童福祉手当支給開始
2月 第5回町議会議員選挙
3月 常総地方広域市町村圏事務組合（常総広域）設立（構成：水海道市・取手市・守谷

町・藤代町・伊奈村・谷和原村）

4月 野木崎保育所開所
5月 守谷町文化財調査委員会発足
6月 常磐自動車道　守谷町区間路線公表

大井沢小学校プール完成

高野小学校プール完成
10月 農業振興地域指定

守谷町簡易水道事業給水開始（守谷地区）

常総広域環境センター（ごみ焼却場）及び管理事務所建設着工

第6回町長選挙

区域区分（市街化区域，市街化調整区域）の変更（南守谷特定土地区画整理事業計
画区域の市街化区域編入決定）

取手市と市町界変更（35.47k㎡→35.46k㎡）

南守谷特定土地区画整理事業　都市計画決定（日本住宅公団）

常総広域環境センター計画決定
3月 守谷町社会福祉協議会法人認可
5月 守谷小学校新校舎第1期・第2期工事完成
6月 都市計画用途地域の決定（717ha）
12月 常総広域老人福祉センター建設事業着工
2月 農業振興法による農用地指定
3月 常総広域環境センター第一清掃工場不燃ごみ処理施設竣工

高野地区圃場整備事業計画決定（70ha）

常総広域環境センター第一清掃工場ごみ焼却施設竣工

都市計画道路計画決定（取手守谷線　他8路線）

守谷小学校新校舎第3期工事完成

簡易水道給水区域拡張（原・北園・松ケ丘・若松町・天神・岩町）

常総広域環境センター操業開始
12月 守谷町の木・花・鳥制定を選定
1月 都市計画守谷町公共下水道計画決定
2月 消防団本部指揮用無線機設置

常総広域老人福祉センター（白寿荘）開所

町村合併20周年記念式典
5月 守谷小学校校舎新築第4期工事完成
7月 北守谷遺跡調査会発足
10月 第12回国勢調査　人口14,505人
1月 守谷町人口1万5千人を超える
2月 第6回町議会議員選挙
3月 公共下水道終末処理場用地買収議決
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【資料】年表（昭和30年～平成23年3月）

主主主主なななな出来事出来事出来事出来事年月年月年月年月

高野土地改良区事業竣工

常総衛生組合し尿処理場増設工事完成

日曜朝市実行委員会発足（第1回朝市開催）

役場庁舎増設工事（大会議室北側）完成
5月 北守谷土地区画整理事業認可（施行主体/日本住宅公団）
6月 守谷町振興計画（第一次）策定
9月 茨城県　県南県西交通体系調査委員会設置。第1回委員会開催

第7回町長選挙

町議会議員補欠選挙

高野小学校新校舎完成

高野土地改良区圃場整備事業竣工

公金収支（役場出納関係）指定金融機関制度実施

関東鉄道常総線取手～寺原間複線化

北園保育所開所
5月 常磐自動車道起工式
9月 常総広域運動公園野球グラウンド・自由広場竣工
10月 常総広域消防守谷出張所庁舎竣工
12月 郷州地区埋蔵文化財包蔵地に対する予備調査実施（三井不動産㈱）

県南県西交通体系調査委員会が「茨城県・県南県西地域交通体系整備計画調査」の
中で第二常磐線（常磐新線）構想発表

1月 守谷町公共下水道管きょ工事開始

大野小学校新校舎完成

大柏地区圃場整備事業竣工

公営企業守谷町上水道事業発足

板戸井・川西地区簡易水道供用開始

滝下橋歩道橋竣工

守谷町商工会館竣工
5月 郷州原遺跡調査開始

第8回町長選挙

町議会議員補欠選挙

上水道工事起工式

公共下水道工事起工式

明るくきれいな選挙推進の都市宣言

日本住宅公団と県が「常総線沿線地域宅地開発」締結

常総ニュータウン北守谷地区使用収益開始
1月 南守谷特定土地区画整理事業認可（施行主体/日本住宅公団）
2月 郷州原遺跡発掘調査終了

パークシティ守谷みずき野地区開発行為許可

守谷中学校格技場完成
4月 黒内小学校開校，プール完成
5月 大井沢小学校特別教室完成
7月 北園森林公園開園

区域区分及び用途地域の変更（パークシティ守谷対象地域の市街化編入）

中央公民館起工式

都市計画道路変更（13路線）

公共下水道汚水本管一部完成

青色申告の町宣言
10月 住民基本台帳電算化
2月 第7回町議会議員選挙
4月 守谷町水道事務所完成

1977
(昭52)

3月

4月

1978
(昭53)

3月

1980
(昭55)

11月

3月1976
(昭51)

4月

9月

11月

12月

1979
(昭54)

3月

8月

9月

9



【資料】年表（昭和30年～平成23年3月）

主主主主なななな出来事出来事出来事出来事年月年月年月年月
4月 新大利根橋有料道路開通
5月 北守谷野球場完成
6月 野木崎・大木地区地権者に工業団地についてのアンケート調査実施

常総運動公園プール竣工

県立高校誘致について町陳情団を組織し，県へ陳情

茨城県「第二次県民福祉基本計画」の中で，第二常磐線具体化を明文化
9月 守谷町観光協会発会式

守谷町外1市1ケ村土地改良区事務所竣工

第13回国勢調査　人口17,585人

守谷中学校統合20周年記念式典

県立高校建設が大字大木地先に決定

守谷町振興計画（第二次5ヵ年計画書）策定

黒内小学校屋内運動場竣工

守谷町公共下水道一部供用開始　下水道事務所新設

守谷浄化センター通水式

土塔中央保育所開所

守谷町中央公民館開館

乙子高野地区宅地開発（三井不動産）地元説明会開催

常磐自動車道（柏～谷田部間）開通
5月 守谷警察官幹部派出所竣工

公共下水道事業整備に伴う受益者負担金額決定

守谷町国土利用計画（第一次）策定
8月 乙子高野地区開発，地権者の3分の2の同意取り付け
9月 （仮称）北守谷第一小学校（現御所ケ丘小学校）起工式
12月 常総線複線化着工（寺原～水海道間）

守谷東地区　土地区画整理事業組合設立のための発起人会発足

常総ニュータウン南守谷地区使用収益開始

みずき野団地パークシティ守谷オープニングセレモニー開催
2月 守谷小学校屋内運動場竣工

工業団地造成実施について住宅・都市整備公団へ依頼

関東鉄道常総線新守谷駅営業開始

常総ニュータウン北守谷地区・みずき野団地（パークシティ守谷）への一部入居開
始。立沢公園・大山公園・もものき公園・ざくろ公園・自転車歩行者専用道路・歩
道橋の供用開始

御所ケ丘小学校開校式・入学式

県南広域水道用水供給事業（県企業局利根川浄水場）から浄水受水開始

常総ニュータウン北守谷地区　街びらき開催（立沢公園）
6月 人口2万人突破（住民基本台帳登録人口）

第9回町長選挙

町議会議員補欠選挙

守谷東地区　土地区画整理事業組合準備委員会発足
10月 第1回町民体育祭開催
12月 関東鉄道常総線（寺原～南守谷間）複線化

高野小学校屋内運動場竣工

大野小学校屋内運動場竣工

立沢公園テニスコート・北守谷板戸井線・みずき野中央公園・郷州文化財公園・ど
んぐり公園・かきのき公園・郷州沼崎線一部の供用開始

新守谷駅第1自転車駐車場供用開始

郷州小学校開校式

愛宕中学校開校式
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【資料】年表（昭和30年～平成23年3月）

主主主主なななな出来事出来事出来事出来事年月年月年月年月
4月 県立守谷高校開校式・入学式

東板戸井集会所竣工

関東鉄道常総線複線化（南守谷駅～新守谷駅間）
7月 北守谷地区　緑の街づくり協定締結
9月 守谷町議会議員定数条例の一部改正可決（議員数を22人から20人に削減）

北守谷地区自転車歩行者専用道路名称「北守谷遊歩道」決定

常総広域消防本部水海道消防署守谷出張所起工式
2月 第8回町議会議員選挙
3月 大井沢小学校屋内運動場竣工

学校給食センター竣工

北守谷遊歩道供用開始。開通記念第1回町民健康マラソン大会開催

工業団地造成事業　地元説明会実施（野木崎・大木地区，4～5月で計7回）
6月 工業団地についてのアンケート調査実施（野木崎・大木地区地権者対象）

住宅・都市整備公団による工業団地造成事業決定

常総広域消防本部水海道消防署守谷出張所竣工

茨城県議会に「第二常磐線と地域開発に関する調査研究会報告書」提出

常総広域消防本部水海道消防署守谷出張所が「守谷消防署」に昇格

 関係6市町村による第二常磐線建設促進期成同盟会発足

茨城県　第二常磐線研究会発足

（仮称）守谷第三中学校（現御所ケ丘中学校）起工式
10月 県南広域工業用水道事業建設促進協議会設立（守谷町加入）
11月 関東鉄道常総線　新守谷～水海道複線化により，取手～水海道間複線化開通式

守谷郵便局新局落成記念式典開催

常磐自動車道　柏～三郷間（10.8キロ）開通式

町村合併30周年記念式典開催

「第二次守谷町振興計画」策定

科学万博つくば'85開催

文化会館開館

野木崎・大木地区土地利用懇談会開催（工業団地開発計画，圃場整備計画，大野川
改修計画の関連性及び経過報告実施）

都市計画道路取手西口北守谷線（現ふれあい道路）天神～本宿間　開通

御所ケ丘中学校開校

科学万博つくば'85「守谷町の日」開催
5月 板戸井公園野球場使用開始

みずき野地区コミュニティ道路道びらき

南守谷特定土地区画整理事業（南守谷団地）一部使用収益開始。団地内字区域及び
名称設定「けやき台・松ケ丘」

7月 運輸政策審議会「東京圏における高速鉄道を中心とする交通網の整備に関する基本
計画について」答申

8月 北柏駅行路線バス（みずき野パークスクエア～北柏駅行）開通
9月 茨城県常磐新線等整備促進期成同盟会設立

第14回国勢調査　人口23,856人

稲戸井調節池計画説明会開催

北守谷土地区画整理事業（北守谷団地）竣工式

稲戸井調節池総合開発事業計画について町議会が条件付決議

県・町共同で常磐新線守谷ターミナルとまちづくり懇談会設立

守谷町庁舎建設実行委員会発足

1都3県知事による常磐新線建設促進関係都県連絡協議会設置

南守谷特定土地区画整理事業施行区域及び促進区域変更

南守谷・緑のまちづくり協定締結

1983
(昭58) 5月

10月

1月

10月

11月

12月

1月

1986
(昭61)

1984
(昭59)

4月

7月

8月

9月

1985
(昭60)

3月

4月

6月
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【資料】年表（昭和30年～平成23年3月）

主主主主なななな出来事出来事出来事出来事年月年月年月年月

町営薬師台住宅建設起工式

常磐新線整備検討会発足
2月 常磐新線建設促進都市連絡協議会発足

松ケ丘公園テニスコート供用開始

取手都市計画道路取手西口北守谷線（現ふれあい道路）乙子～本宿間開通

守谷町水道事業竣工式（全町給水）

県知事行政視察及び稲戸井調節池視察

稲戸井調節池総合開発事業促進連絡協議会設立準備会開催

工業団地造成事業について，住宅・都市整備公団から事業見合わせの通知

（仮称）西谷津公園斎場都市計画決定（取手市外二町火葬場組合）

守谷町市街地整備基本計画策定委員会開催

第10回町長選挙

北守谷ショッピングセンター起工式

常総広域環境センター新ごみ焼却施設建設工事着工
11月 高速バスの運行に関する利用交通手段等のアンケート調査実施

工業団地推進懇談会開催

児童館建設工事開始

乙子高野地区計画区域において，三井不動産㈱が土地取得開始
2月 野木崎・大木地区工業団地整備が区画整理方式に決定

（仮称）守谷町工業団地地権者説明会開催

守谷町行政改革大綱策定

常磐新線とまちづくりシンポジウム及び守谷町常磐新線建設促進大会開催

常磐新線促進事業費予算化（事業費130万円及び第3セクター主体設立出資金1,250万
円計上）

北守谷地区ショッピングセンターオープン

関東鉄道常総線南守谷駅新駅移転

守谷児童館開館
5月 （仮称）守谷町工業団地土地区画整理組合設立準備委員会設立
6月 アサヒビール㈱　工業団地現地視察
7月 （仮称）守谷町工業団地土地区画整理事業設立準備委員会事務所開所（役場内）

運輸省，1都3県，JR東日本による常磐新線整備検討委員会設置

（仮称）守谷町乙子高野土地区画整理組合設立発起人会設立

守谷町乙子高野土地区画整理事業組合設立準備委員会発足

常総ニュータウン南守谷地区宅地分譲開始

税務関係オンラインシステム稼動

住民記録オンラインシステム稼動

守谷町乙子高野土地区画整理事業第1回準備委員会開催

(仮称）守谷東特定土地区画整理事業施行区域公示
1月 守谷町工業団地土地区画整理事業用地買収本部設置

都市計画道路取手西口北守谷線（現常総ふれあい道路）守谷町管内全線開通

第9回町議会議員選挙

守谷東特定土地区画整理事業及び守谷町工業団地市街化区域編入に係る公聴会開催

守谷町全区域を，国土利用計画法に基づく監視区域に指定(市街化区域300㎡以上，
調整区域2000㎡以上)

川西地区　守谷浄水場から給水

取手都市計画道路取手西口北守谷線の愛称が「常総ふれあい道路」に決定

常総ふれあい道路全面開通（町内約7.1km）及び開通記念町民マラソン大会及び常総
ふれあい道路開通記念式典開催

守谷町乙子高野土地区画整理事業事務局を三井不動産㈱守谷開発事務所内に設置

1988
(昭63)

10月

12月

1月1986
(昭61)

4月

6月

7月

9月

1987
(昭62) 3月

4月

9月

10月

11月

2月

3月

4月
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【資料】年表（昭和30年～平成23年3月）

主主主主なななな出来事出来事出来事出来事年月年月年月年月

庁舎建設検討委員会が「建設用地の選定について」を町長へ答申（大字大柏字下ケ
戸地区の町有地が適地）

南守谷特定土地区画整理事業（南守谷団地）換地処分。住所表示設定「けやき台・
松ケ丘」

町議会第2回定例会　守谷町役場の位置を変更する条例議決。新庁舎建設地として下
ケ戸地区が決定

多極分散型国土形成促進法制定（大都市地域での宅地開発及び鉄道新線建設の一体
的推進の必要性を定める）

市街地整備基本計画策定

下ケ戸地区への庁舎移転に伴い，仲町地域住民への説明会開催

都市計画道路の変更（16路線となる）

アサヒビール㈱と土地売買に関する協定書締結

守谷町工業団地土地区画整理事業立地企業選考委員会設置

（仮称）北守谷第二小学校（現松前台小学校）校舎建設起工式

区域区分及び用途地域の変更（守谷東特定土地区画整理事業と守谷町工業団地土地
区画整理事業都市計画決定区域の市街化区域（工場専用地域）編入），守谷東特定
土地区画整理事業及び守谷町工業団地土地区画整理事業都市計画決定

久保ケ丘郵便局開局

人口3万人（住民基本台帳登録人口）突破

南守谷特定土地区画整理事業竣工式

守谷町工業団地土地区画整理事業　県知事認可。施行規模及び事業計画決定

常磐新線整備検討委員会「常磐新線整備方策の基本フレーム」発表

守谷町工業団地土地区画整理事業起工式
12月 守谷東特定土地区画整理事業認可。組合設立県知事認可

町村制施行100周年記念誌編さん着手

常磐新線沿線自治体首長合同による常磐新線早期着工陳情（自治大臣・運輸大臣・
建設大臣）

昭和（裕仁）天皇崩御
2月 常総広域常総環境センター　新ごみ焼却施設火入れ式
3月 国土利用計画法に基づく土地取引届出制度強化（市街化調整区域の面積変更2,000㎡

→1,000㎡へ）

松前台小学校開校式・入学式

アサヒビール㈱茨城工場起工式
5月 高野・大井沢・守谷小学校創立100周年

守谷東特定土地区画整理事業現場説明会

大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法（通称
「宅鉄法」）制定

役場新庁舎起工式

守谷町国際交流協会設立

常総ニュータウンまつり（谷和原村絹の台地区）

守谷町工業団地土地区画整理事業誘致企業として，アサヒカーゴ㈱と㈱細野，日本
コダック㈱の3社選定。土地譲渡仮契約締結

常磐新線構想第1回地元アンケート調査実施（対象：守谷駅周辺地区住民）
9月 南守谷乙子地区の都市整備に関する住民意識調査実施

守谷沼整備事業起工式

守谷東特定土地区画整理事業起工式

守谷町の面積変更（35.46K㎡→35.63K㎡）

常磐新線第1回地元説明会（4地区説明会）
2月 南守谷乙子地区の都市整備に関する住民意識調査結果報告会(乙子農村集落セン

ター)

1988
(昭63)

5月

6月

7月

8月

9月

10月

1989
(平1)

1月

4月

6月

7月

8月

10月

11月

11月

1990
(平2)
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【資料】年表（昭和30年～平成23年3月）

主主主主なななな出来事出来事出来事出来事年月年月年月年月
3月 ふるさと創生事業　城址公園整備等に決定

総合守谷第一病院開業

常総広域環境センター新施設竣工

常総広域消防本部竣工式（水海道消防署含）

常磐新線建設促進総決起大会（常磐新線促進都市連絡協議会主催，於浅草公会堂）

守谷東特定土地区画整理事業に伴う事前埋蔵文化財調査開始

役場跡地に保健センター及び支所の建設決定

（仮称）国際交流研修センター起工式

守谷駅周辺地区整備事業地権者代表会議

常磐新線守谷町地権者代表会議
6月 常磐新線建設促進議員連盟結成（超党派）

取手都市計画守谷町野木崎大木地区地区計画決定

青少年海外派遣事業開始

（仮称）南守谷中学校校舎建設起工式（現けやき台中学校）
9月 第11回町長選挙

大野小学校創立100周年

第15回国勢調査　人口36,427人

守谷町町制百周年記念　守谷町の歌・タイムカプセル実施

役場新庁舎開所。旧分庁舎を仲町行政サービスセンターとして開所

守谷町町制施行100周年記念式典

ドイツ連邦共和国マインブルク市と国際姉妹都市提携調印

国際交流研修センター開館

新庁舎竣工・落成披露記念式典
1月 ミニシルバー人材センター設立
2月 守谷町常磐新線協議会発足

常磐新線第3セクター　首都圏新都市鉄道㈱設立（資本金14億円・守谷町出資比率
1.6%)

日本コダック㈱守谷物流センター起工式

けやき台中学校開校式・入学式

国土利用計画法に基づく土地取引届け出制度の強化（対象面積の引き下げ　市街化
区域が300㎡→100㎡以上，市街化調整区域は1,000㎡→500㎡以上）

アサヒビール茨城工場の竣工・落成式

第三次守谷町振興計画策定

大柏地区常磐新線対策協議会から守谷町議会あてに，常磐新線整備の地下方式施工
請願書提出

6月 ㈱アサヒカーゴサービス茨城支店守谷営業所起工式

常総地方広域市町村圏事務組合事務棟竣工

保健センター起工式

（仮称）郷州地区公民館起工式

（仮称）守谷消防署南守谷出張所起工式
9月 1都3県共同申請による常磐新線基本計画策定（同年10月承認）

守谷町議会が首都圏新都市鉄道㈱に「全線地下方式による早期路線決定」要望

㈱細野・守谷配送センター起工式

工業団地名称決定「もりや工業団地」

首都圏新都市鉄道㈱　第1種鉄道事業免許所得
2月 第10回町議会議員選挙
3月 取手市外二町火葬場組合立斎場施設やすらぎ苑竣工

1992
(平4)

4月

5月

8月

10月

11月

1991
(平3)

3月

4月

5月

7月

8月

11月

1月
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【資料】年表（昭和30年～平成23年3月）

主主主主なななな出来事出来事出来事出来事年月年月年月年月
3月 人口4万人（住民基本台帳登録人口）突破

鉄道整備基金による大都市鉄道にかかる無利子貸付枠251億円決定

常総広域守谷消防署南守谷出張所開所

都市計画道路北園野木崎線開通式・シンボルゲート起工式

郷州公民館開館

デイサービスセンター竣工

大同火工爆発事故発生

関東鉄道取手駅構内で列車事故発生

守谷町保健センター・仲町行政サービスセンター開所（旧庁舎跡地）

㈱中村自工茨城守谷工場（ナジコモリヤサテライトステーション）起工式

常磐新線プロジェクト研究会設立

みずき野郵便局開局
11月 （仮称）南守谷小学校起工式（現松ケ丘小学校）
12月 第12回町長選挙

常磐新線秋葉原～新浅草間工事施工認可

谷和原村・守谷町・茨城県による「常磐新線車両基地周辺整備計画」報告策定
2月 守谷町将来構想素案説明会開催

守谷町緑の保全と緑化の推進に関する条例制定

守谷町乙子高野土地区画整理事業施行区域公告

守谷駅前相談所開設（守谷駅周辺地区及び常磐新線の整備等に関する相談窓口）

四季の里公園開園
5月 区域区分及び用途地域変更（守谷町乙子高野土地区画整理事業区域の市街化区域編

入），守谷町乙子高野土地区画整理事業都市計画決定

第1回もりやアヤメ祭り開催

守谷町心身障害者福祉センターひこうせんオープン
7月 守谷町立図書館起工式

アメリカ合衆国コロラド州グリーリー市と姉妹都市調印

常磐新線関連都市計画案地元説明会開催

守谷駅周辺一体型土地区画整理事業計画公聴会開催

守谷町乙子高野土地区画整理事業認可。組合設立　県知事認可

守谷町乙子高野土地区画整理事業起工式

（仮称）北守谷第三小学校起工式（現大井沢小学校）

もりや工業団地竣工

守谷東特定土地区画整理事業組合から「新線計画，都市軸道路，駅周辺事業及び関
連都計道路等との一体整合計画に合致した事業計画変更の認可取得のため，早期都
市計画を」とする町議会あて請願書提出

1月 常磐新線守谷～伊奈谷和原間工事施工認可
3月

区域区分及び用途地域変更（守谷駅周辺一体型土地区画整理事業区域の市街化区域
編入），都市高速鉄道決定（常磐新線），都市計画道路（大柏野木崎線延長・守谷
停車場法花坊線廃止）変更，守谷駅周辺一体型土地区画整理事業都市計画決定告示

守谷町総合計画策定

松ケ丘小学校開校式・入学式

国土利用計画法に基づく土地取引届出の対象面積緩和（市街化区域100㎡→300㎡以
上，市街化調整区域500㎡→1,000㎡以上）

常磐新線プロジェクト推進協議会設立

テレフォンガイドふれあいコールもりや開始
7月 統一指定ごみ袋による分別収集開始
8月 常磐新線車両基地の測量調査及び地質調査実施

4月

6月

7月

9月

1992
(平4)

1993
(平5)

1月

4月

6月

9月

10月

8月

11月

3月

4月

6月

1994
(平6)
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【資料】年表（昭和30年～平成23年3月）

主主主主なななな出来事出来事出来事出来事年月年月年月年月

守谷東特定土地区画整理事業部分仮換地指定（6ha）

守谷町乙子高野土地区画整理事業仮換地指定
10月 常磐新線建設起工式（秋葉原）

海外新進アーティスト創作活動「アーカス構想プレ事業」開始（茨城県事業，於大
井沢地区公民館）

常総ふれあいスポーツセンター開館
12月 守谷東特定土地区画整理事業全域仮換地指定
1月 守谷駅周辺一体型土地区画整理事業基準地積等の決定に関する規則制定

常磐新線新浅草～六町間工事施工認可

守谷駅周辺一体型土地区画整理事業認可

守谷町あて東口改札口設置請願書提出

国土利用計画法に基づく土地取引届出制度規制緩和（市街化区域の監視区域指定解
除，対象面積が市街化・調整区域ともに2,000㎡）

町村合併40周年記念式典

守谷町議会まちづくり対策特別委員会で東口改札口設置請願採択

大野駐在所，大井沢駐在所が守谷地区交番，久保ケ丘交番に統合・廃止

アーカス構想パイロット事業開始（茨城県事業，於もりや学びの里）

久保ケ丘交番開所

大井沢小学校開校式・入学式
5月 守谷中央図書館開館

もりや学びの里使用開始

守谷町議会，東口改札口設置要望決議（議員提案）

守谷町議会，県知事あて東口改札口設置に関する要望書提出

守谷町，議会合同で新線会社に東口改札口設置要望

非核平和都市宣言

常磐新線車両基地（守谷車庫）安全祈願祭（谷和原村筒戸地内）

守谷町乙子高野土地区画整理事業　街の名前が「美園」に決定

常磐新線新浅草～都県境間都市計画決定

守谷駅周辺一体型土地区画整理事業　地盤改良工事起工式

第16回国勢調査人口45,821人（人口増加率25.8％，県内第2位）

松ケ丘郵便局開局
1月 常磐新線・都市軸道路の測量・地質調査実施（都市計画道路守谷・伊奈・谷和原

線）

新大利根橋有料道路　高架橋工事実施

常磐新線六町～三郷中央間工事施工認可

第11回町議会議員選挙

守谷町商工会調査事業「常磐新線乗り入れ及び駅周辺整備事業に伴う中小商業活性
化事業報告」策定

取手都市計画守谷東・乙子高野・上裏地区計画決定

国土利用計画法に基づく土地取引届出規制緩和（監視区域指定を解除。対象面積
市街化調整区域は2,000㎡→5,000㎡）

高野公民館開館
5月 常磐新線埼玉県内区間都市計画決定（六町～三郷中央間）

第1回守谷駅周辺まちづくり懇談会

第二次守谷町国土利用計画策定

北園保育所起工式

福祉循環バスやまゆり号運行開始

守谷東特定土地区画整理事業保留地販売開始
10月

守谷町都市計画マスタープラン・景観形成基本計画策定のための町民意識調査実施

9月

11月

1994
(平6)

1995
(平7) 2月

3月

4月

6月

7月

9月

10月

2月

4月

9月

3月

7月

1996
(平8)
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【資料】年表（昭和30年～平成23年3月）

主主主主なななな出来事出来事出来事出来事年月年月年月年月
10月 新線会社による常磐新線整備計画見直し（開業遅延・建設費増嵩）決定
11月 第13回町長選挙

常磐新線　北園・土塔地区用地測量開始

常磐新線整備計画見直し概要公表
1月 常磐新線小貝川橋梁工事開始
2月 守谷ハーフマラソン大会開催（町民健康マラソン大会から改名）
4月 常磐新線市町村推進協議会（会長つくば市長）が守谷町議会決議書を添付し，県知

事に「常磐新線整備計画の見直しに関する要望について」提出

5月 守谷町・議会合同で新線会社を訪問。議会決議文を社長に手渡し，今後の対応を要
請

常磐新線ルート表示板設置（町内10箇所）

常磐新線用地大柏地区用地測量開始

1都3県が宅鉄法による事業計画変更申請
8月 茨城県・守谷町総合防災訓練実施
9月 北園保育所開所（移転）
10月 常磐新線三郷中央～南流山間及び流山運動公園～流山新市街地間工事施行認可
12月 市民会館等建設に関する答申書提出（町財政状況を考慮することも付記されつつ，

アリーナ型の多目的大型空間施設を平成13年までに庁舎周辺へ建設することなどが
要望された）

（仮称）北守谷公民館起工式

常磐新線流山市内区間都市計画決定
2月 守谷町景観ガイドプラン策定調査報告

守谷町ホームページ開設

守谷町情報公開条例制定
4月 守谷駅周辺一体型土地区画整理事業がふるさとの顔づくりモデル土地区画整理事業

のモデル地区に指定

庁内組織　市制施行準備委員会設置

都市軸道路安全祈願祭
6月 住民組織　市制施行準備協議会設置
8月 野木崎郵便局開局（移転）
9月 常磐新線秋葉原駅工事安全祈願祭，工事着工
12月 常磐新線流山新市街地～守谷間工事施行認可

守谷町開発行為等に関する指導要綱制定

常磐新線大柏高架橋起工式
2月 高速バス（水海道・守谷～東京駅）開業

常磐新線伊奈谷和原～つくば区間工事施工認可

常磐新線柏市内区間都市計画決定

守谷町都市計画マスタープラン策定

地域振興券発行

人口増加の鈍化により，市制施行準備一時凍結

守谷町環境基本条例制定

生ごみ処理機等購入費補助金交付要綱施行

北守谷公民館開館

常磐新線土塔高架橋工事実施

常磐新線つくば市内区間都市計画決定
9月 守谷町乙子高野土地区画整理事業換地処分。住所表示設定「美園」

東京都　秋葉原地区まちづくり推進委員会発足

高速バス（岩井・守谷～東京駅）開通

守谷町乙子高野土地区画整理事業竣工式
11月 （仮称）いきいきプラザ・げんき館起工式

5月

3月

1月

4月

6月

1999
(平11)

12月

1996
(平8)

1997
(平9)

7月

1998
(平10)

1月

3月

10月
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【資料】年表（昭和30年～平成23年3月）

主主主主なななな出来事出来事出来事出来事年月年月年月年月
11月 守谷駅周辺地区計画の都市計画決定及び変更の告示
12月 常磐新線イメージづくり調査委員会発足
1月 運輸政策審議会「東京圏における高速鉄道を中心とする交通網の整備に関する基本

計画について」答申

2月 第12回町議会議員選挙

常磐新線つくば駅及び守谷駅工事着工

守谷町乙子高野土地区画整理事業清算，組合解散

守谷町環境基本計画策定

人口5万人突破（住民基本台帳登録人口）

介護保険制度開始

いきいきプラザ・げんき館竣工式典
6月 守谷町市制施行準備協議会再設置
7月 常磐新線南流山～流山運動公園間工事施工認可。これにより全線工事施工認可
8月 高速バス（南守谷～東京駅）開通
9月 西板戸井地区農業集落排水処理場竣工式

第17回国勢調査　人口50,362人

戸籍事務電算化

げんきサロン・みずき野開館

ドイツ連邦共和国マインブルク市との国際姉妹都市締結10周年記念式典

守谷駅駅前広場基本計画（案）公開及び意見募集

第14回町長選挙

町議会議員補欠選挙
1月 守谷町市制施行準備協議会から市制施行目標日・新市名について答申
2月 常磐新線名称「つくばエクスプレス」決定
6月 「守谷町を守谷市とすることについて」の議案可決

もりやファミリー・サポート・センターオープニングセレモニー

市制施行準備協議会から市制施行記念式典などの実施方針などについて答申
9月 げんきサロン・北守谷開館
10月 新やまゆり号スタート

つくばエクスプレスのシンボルマーク，ロゴタイプが決定

つくばエクスプレスレール発進式

守谷町閉町式

守谷市誕生
・守谷市市制施行
・守谷市開市及び記念式典
・守谷市シンボルマーク・キャッチフレーズ制定
・福祉事務所スタート

つくばエクスプレス守谷駅の原案公表（広報もりや）

松並，本町，百合ケ丘一・二・三丁目の住所表示設定（守谷地区）

守谷駅周辺一体型土地区画整理事業区域及び守谷東特定土地区画整理事業区域内住
所表示決定「中央・ひがし野」

都市軸道路（仮称）守谷トンネル工事開始

市制施行記念イベントDream Sight MORIYAフェスティバル開催
5月 都市計画道路坂町清水線開通（国道294号向原交差点～野田牛久線区間）
8月 インターハイ開催（守谷市・水海道市・岩井市でハンドボール競技）

守谷市民活動支援センター開所（守谷浄化センター内）

高速バス（猿島・岩井・守谷～東京駅）開通

住民基本台帳ネットワーク利用拡大

つくばエクスプレス車両基地にて車両一般展示会開催
8月 住民基本台帳カード交付開始

11月

3月

1999
(平11)

2001
(平13)

7月

12月

2000
(平12)

4月

10月

2002
(平14)

2月

4月

12月

2003
(平15)

4月
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【資料】年表（昭和30年～平成23年3月）

主主主主なななな出来事出来事出来事出来事年月年月年月年月
10月 総合窓口業務の日曜開庁開始
12月 市町村合併に関する市民意識調査

市町村合併に関する市民意向調査結果「守谷市単独で独自のまちづくりを推進」を
報告

公的個人認証サービス開始
2月 第1回市議会議員選挙
3月 つくばエクスプレス実車走行試験開始（守谷駅～みどりの駅間）
4月 守谷市学校サポートチーム発足

出前サロン事業開始（大野公民館，中央公民館，高野公民館）

つくばエクスプレスレール締結式

守谷消費生活センター開設

守谷城址公園開園

審議会等の会議公開開始

電子申請・届出サービス開始

独立行政法人都市再生機構設立

つくばエクスプレス親子見学会開催

つくばエクスプレス架線接続式開催（大柏地区）

つくばエクスプレスレールウォーク守谷大会開催

休日議会開催

新守谷ステーションライブラリー閉鎖
10月 子育て広場おおがしわ開館

国道294号乙子立体交差点起工式

守谷中学校新校舎完成

第1回守谷市長選挙

協働のまちづくり市民会議発足
12月 守谷東特定土地区画整理事業の換地処分。住所表示設定「ひがし野一丁目～三丁

目」

2月 首都圏新都市鉄道㈱つくばエクスプレスキャラクター「スピーフィー」及び開業日
を発表

子育て支援情報サイト　守谷市子育てひろば開設

守谷地区交番移転開所式

南守谷交番開所式

首都圏新都市鉄道㈱　快速停車駅やダイヤなどの運行計画概要を発表

水道事務所，下水道課が統合（上下水道事務所となる）

守谷市男女共同参画推進計画策定

守谷市次世代育成支援対策行動計画「のびゆく守谷子ども未来プラン」策定

守谷駅自由通路出入口名称決定「中央東口，八坂口，中央西口，土塔口」

子育てひろば　まなびの里開館

つくばエクスプレス時刻表発表

守谷駅東自転車駐車場使用開始

つくばエクスプレス脱線事故を想定した総合復旧訓練実施

神奈川県南足柄市と「災害時相互応援に関する協定書」締結

つくばエクスプレス守谷駅舎見学会開催

つくばエクスプレス一般試乗会開催

都市軸道路開通式（守谷トンネル下り線開通）

つくばエクスプレス開業（つくば～秋葉原）

市内バス路線網が守谷駅起点として整備

つくばエクスプレス開業記念イベント　きらめき守谷夢彩都フェスタ2005開催

守谷駅西自転車駐車場使用開始

守谷市電子地図サービス　もりやナビ開始

2003
(平15)

3月

6月

7月

8月

8月

9月

2005
(平17)

11月

4月

2004
(平16)

1月

5月

7月
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【資料】年表（昭和30年～平成23年3月）

主主主主なななな出来事出来事出来事出来事年月年月年月年月
9月 つくばエクスプレス守谷駅構内に「TX　AVENUE」オープン
10月 第18回国勢調査  人口53,700人
11月 高速バス（南守谷～東京駅）廃止
2月 守谷駅周辺一体型土地区画整理地内宅地分譲開始
3月 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を市内公共施設に配備

上下水道料金収納業務　民間委託

守谷もりもり福祉輸送特区福祉有償運送（移送サービス）開始

広報もりや有料広告掲載

つくばエクスプレス開業1周年記念イベント　きらめき守谷夢彩都フェスタ2006開催

守谷トンネル（上り）開通。記念イベント　守谷トンネルウォーク開催

守谷市協働のまちづくり推進条例制定

｢災害時における物資の供給等に関する協定｣合同調印式（市内大型店舗5社6店）

市内避難所小学校11校に災害用井戸を設置

暴力追放都市宣言
12月 守谷駅前クリスマスイベント開催
2月 つくばナンバー導入

メールサービス　メールもりや開始

野木崎保育所閉所式

守谷市景観計画及び守谷市景観法の施行等に関する条例施行

市内各公共施設有料化導入
10月 守谷市地域子育て支援センター夢っこオープニングセレモニー
2月 第2回守谷市議会議員選挙

指定管理者制度導入

南守谷児童センター開館

守谷市民交流プラザ開館

守谷市ふるさとづくり寄付条例施行

守谷市ポイ捨て等防止に関する条例施行

守谷市・取手市・利根町の3市町と取手警察署が「暴力団排除等に関する協定」締結

6月 住みよさランキングで守谷市が総合1位（東洋経済新報社）

第23回国民文化祭・いばらき2008開催

第2回守谷市長選挙

守谷市議会議員補欠選挙，茨城県議会議員補欠選挙
3月 男女共同参画推進条例制定

定額給付金・子育て応援特別手当給付

まちづくり特例市の指定

守谷市難病患者福祉手当支給事業開始

川西地区 簡易水道事業を上下水道事業へ統合

私立保育園2園が開園

人口6万人突破（住民基本台帳人口）
6月 パスポートの交付申請・発給業務開始
7月 守谷駅東口に商業・医療複合施設「アワーズもりや」オープン
8月 新コミュニティバスモコバス及び新規路線バス北守谷急行バス運行開始
12月 路線バスパークシティ守谷～北柏線運行廃止

守谷駅周辺一体型土地区画整理事業換地処分公告

守谷駅周辺一体型土地区画整理事業地内の町名地番変更「中央一丁目～四丁目」

都市軸道路　大柏地内一部及び松並～つくばみらい市成瀬区間　開通

守谷市都市計画マスタープラン改訂
10月 新規路線バス地域間交流バス運行開始

2009
(平21) 4月

8月

9月

4月

2005
(平17)

2006
(平18)

3月

2月

2007
(平19) 3月

4月

2008
(平20)

5月

11月

4月

2010
(平22)
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【資料】年表（昭和30年～平成23年3月）

主主主主なななな出来事出来事出来事出来事年月年月年月年月
2010 10月 第19回国勢調査  人口62,434人

1月 都市軸道路　大柏地内一部区間　開通
2月 区域区分及び用途地域変更（松並・原東地区土地区画整理事業区域の市街化区域編

入），高度地区決定，都市計画道路（松並沼崎線，松並木線，松並南北線，松並東
西1･2号線）及び下水道変更，守谷市松並土地区画整理事業都市計画決定告示

2011
(平23)
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